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帝国書院『新詳地理資料Complete 2016』

ヨーロッパの農業地域

気候，土壌，
技術，市場

齋藤光格1996 『EU地誌ノート』 大明堂Hartshorn & Dicken（1935）
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１. 地中海式農業

Kostrowicki ,1984
Fry,1971

肉製品
b:ボローニャ
br:ブラウンシュ
ヴァイカー
f:フランクフルター
t:チューリンガー
w:ウェストファー
レン・ハム

チーズ
C:カマンベール
D:チェダー
G:グリュイエール
M:ミュンスター
T:ティエルジット

乳牛種
1:ガーンジー種，
ジャージー種
2:エアシャー種
3:フリージアン種
4:ホルシュタイン種
5:メーヌアンジュ種
6:ケリー種

混合農業

・小麦 … 白パン用
・ライ麦 … 黒パン用
・Oat麦（燕麦，カラス麦） … 
食用（oat meal），飼料用
・大麦 … 食用，飼料，醸造用

・豚（ドイツ以東），羊（英），
牛（仏，英，独）

・ジャガイモ … 食用，飼料
・ビート（甜菜） … 製糖，飼料

休耕地の消滅と個人農業

・根菜（カブ，ジャガイモ），豆，クローバー，
菜種などの導入により休耕地は消滅へ
・同時に，集落共同の耕作体制は崩れ，
個人農場への「囲い込み」が進行。
・時期 … 土壌，市場条件によって差。
先進地のノーフォークでは17世紀，ドイ
ツ中部では19世紀初期

穀物

根菜

家畜

北西ドイツの農村。多種の作物と家畜を組み合わせた集約経営
とうほう「新編地理資料2016」
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ノーフォーク農法「輪栽式」

・イングランド東部，フランドルの対岸
・砂質土で小麦に不適。安いライ麦を栽培。
・1500年頃，フランドルで毛織物工業が発展。
その原料用の羊飼育が拡大。
・羊毛を生かして近在でも毛織工業が発展
・その資金で農地集積（囲い込み）が進行。

・生産性の向上により，穀物価格が低下
⇒農業経営は，市場条件・土地条件の良い
地域の企業的経営体に淘汰
⇒土地所有者，大規模借地農業経営者，農
業労働者の3層に分化
・穀物生産の不利地域（山地，北方）は，次第
に畜産に特化

・1700年代，小麦需要の高まりを受けて，砂質
土壌の改良工事（地下の泥灰土を掘り上げ
る）が進行。
・カブとクローバーの導入が可能になり，改良
資金の回収も容易に。
⇒羊，飼料，穀物の商業的混合農業

ジャガイモ革命

・大麦・ライ麦 → クローバー →
小麦 → カブ,ジャガイモ,甜菜

基本的
輪作体系

・1500 年代，新大陸からジャガイモが到来
・ジャガイモは面積あたり収量が小麦の3倍あ
り，しかも年2〜3回収穫できる作物。
・冷涼気候とやせた土地でも一定の収量があ
り，欧州中部と北部に特に普及
・飢饉時の食料として人や家畜の命を救う。

※ジャガイモ飢饉
・1845〜9，ジャガイモ疫病が全欧州に蔓延。
・食料の３割をジャガイモに依存するまでに
なっていたアイルランドで大飢饉が発生。
・20％餓死，20％が国外へ

・問題は，連作障害と病害。
・その回避のために，効果的な輪作が研究。

ドイツのハイテク農業

http://www.german-meat.org/ja/meat-from-germany/agriculture/

・ドイツはEU最大の豚肉の生産地で，中国とア
メリカに次いで世界3位。

・約7万の農家が、2800万匹の豚を飼育。

・60%は1,000匹以上の大規模経営で生産

・北西部に集中 … ニーダーザクセン州（30％以
上），次いでノルトラインヴェストファーレン州。

・ドイツの豚は品種の多様さが特徴。
・在来種とピエトレンとの異種交配による高能力
の品種，黒豚雑種，アンゲルンサドルバックなど，
多数の伝統的な豚品種が存在。

・甜菜（beet）はヒユ科の植物で，紀元前
から葉物作物として栽培。
・1400年代，家畜飼料用に根が肥大した
品種が開発される。
・1745年，ドイツの化学者が，飼料用の甜
菜の根から砂糖を分離。
・1802年，製糖工場を建設し工業化へ。
・甜菜糖は，ヨーロッパで一般的。世界の
砂糖の35％

・輪栽式農法には，肥料（畜糞，油粕，残飯
etc）の多投入が必要
・1806，南米帰りのフンボルトがチリ硝石と
ペルーのグアノの窒素肥料を紹介。
⇒瞬く間に採掘が増えて，枯渇危機
・1841，リービッヒ，植物の必須栄養素を確定
・1913，窒素肥料の合成技術を確立

砂糖ダイコン

肥料の革新 … 無機，化学合成

品種改良：豚

品種改良：牛

・ドイツはEU第二の牛肉生産国。
・産地はアルプスから北海・バルト海岸まで広が
り，気候と餌の違いに応じた多様な品種が開発。
・ホルスタイン種が特に有名で，世界に流布。
・100頭以上の大規模経営が主。

2010

小麦

1913

ライ麦

1913

『EUの地理学』二宮書店,1995

1点5000頭
（1913年頃）

Pounds(1990)
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・酪農（牛乳生産）地帯
・17世紀にロンドン郊外に出現。
・19世紀以降，北海沿岸〜北欧に展開。

冷涼気候が乳量増加に。

都市化と農業地域の分化

・デンマークは酪農王国として知られるが、それ
には国をあげた努力があった。
・1864，プロシアとの戦争に敗れて，多くの耕地
があったユトランド南部を喪失。残ったのは氷河
性の土地で，飼料しか栽培できなくなった。
・おりしも，1870年代，北米産の安価な小麦で，
ヨーロッパの小規模な小麦経営に打撃。

小林浩二， http://www.k4.dion.ne.jp/~neeskens/c53.html

・そこで酪農を発達させる国家事業に着手。
・酪農技術を教える国民高等学校を設立。
・農業協同組合を整備 … 個人ではできない
大型機械の導入や乳製品の生産を引き受け。
・牧草も，8年周期の輪作体系を取り入れて、
良質の草を確保し，氷河性のやせ地を改良。

・1993，EU成立で，独・仏・英へ輸出増加
・ドイツ向けの子豚が増加。日本向け豚肉も多い。
・小農家は淘汰されて，大規模化が進行

←ユトランド東部の酪農家
（80ha,乳牛55，豚90）

a〜d：放牧地
1〜7：輪作畑

輪作：大麦，小麦，
クローバー，イタリ

アングラス

デンマークの酪農

酪
農

・オランダの花の歴史は1500年代，トルコ
からチューリップが伝わったのが始まり。

・オランダは平地の海洋性気候だが，国
土の大半は低地の砂地で，穀物栽培に
は不向き。チューリップ栽培に活路。

・1870年代に温室栽培に成功し、旬を
早めて付加価値をあげるという，利益率
の高いビジネスモデルを構築。

・1950年代以降，環境因子をコンピュー
ター制御する効率的生産技術を開発

・欧州一＝世界一の花卉大国へ。

・大市場（ロンドン，パリ，ドイツ）の中間に
あるオランダがその中心に
・特に花栽培 … スキポール空港の隣り
に世界最大の花市場が成立

園芸農業

オランダの花

・品種改良で流行を作り，1630年代に
一大ブームに（チューリップバブル）

・19世紀 … 土壁＋ガラス屋根の簡易温室
・1900頃 … ガラス温室、暖房利用
・1980頃 … ロックウール,コンピューター導入

・南欧諸国と競合、環境問題
・平均的規模：0.6ha， 生産者：約15,700社

・1990頃 … 高軒高温室，環境複合制御コン
ピューターによる生産効率の急進
・2000以降 … 大規模集約化、省エネ・創エネ

・平均的規模：1.2ha，生産者：約8,500社

オランダのハイテク施設園芸

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/pdf/kaisi2_2.pdf

Kg/㎡

アムステルダム郊外にあるアールスメア生花中央市場。サッカー場80面分の75万㎡，上場数1

日2千万本。欧州，アフリカを中心に世界から集まる。隣りのスキポール空港が集出荷拠点。

https://wondertrip.jp/idea/44732.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Sugarbeetoutput.png

2010

1913

甜菜

・欧州の砂糖の大半は甜菜糖
・世界の甜菜糖の３分の２が欧州
… 仏，露，独，ウクライナ，ポーランド，英

・元々は葉菜
・その根を肥大化させて飼料用
に転用
・1745，ドイツの化学者マルクグ
ラーフが砂糖の分離に成功
・1802，砂糖の工業生産開始
・ナポレオン戦争で砂糖の流通
が止まり，各国に栽培・加工が広
がる。
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1913

ジャガイモ
・原産地はアンデスの高地
・1530年代，インカを滅ぼしたスペイン人が，厳しい環境下
で成長するイモを欧州へ

・当初，欧州人には人気がな
かった。 芽や緑色部に毒が
あり，有毒物に。
・しかし，腹持ちの良さから，18
世紀，マリアテレジアやフリード
リッヒ二世が，強制栽培を命じ，
辺境部から次第に定着。

・1845〜49，欧州全域でジャ
ガイモの病気が発生し，壊
滅的被害。

・アイルランドのジャガイモ飢饉
… 17世紀以降，ジャガイモが定
着し，主食に。病害流行の際，多
くの地主はイングランド在住で，
ジャガイモの輸出を強制。大飢
饉に陥る。

地中海地域の農業

③家畜
・伝統家畜 … 山羊（生乳用），
羊（チーズ用），豚
・牛 … 役畜（機械化で減少）

②果実
・オレンジ：果汁用 … イタリア，
スペイン
・オリーブ：搾油 … オレンジより
北側，内陸側，山地斜面
・ブドウ：醸造用 … フランス，イ
タリア，スペイン

①冬作穀物＝小麦，大麦 … 初冬
の降雨時に播種，翌夏に収穫

・コルクガシ：栓，絶縁体

・稲：イタリア・ポー川平野，
イベリア半島の灌漑地域 小林浩二（1986）

④その他

小林浩二（1986）

イベリア半島の農業

・乾燥の強いイベリア半島の農業は
灌漑耕地（Huerta）に集中。
・灌漑は古来からあったが，20世紀の
ダム開発で生産力が急進。
・各種作物を栽培。

・家畜は集落から離れた山地で放牧。
・夏，乾燥が厳しく，湿潤な山地に移動
・冬は水分のとれる低湿地（谷沿い）に移動
… 地域により独特の移牧パターンを形成

・地中海地域の家畜飼養の特徴
… 農業との関連の希薄さ

・スペインの養豚
・EU発足後、倍増。豚肉の4割を輸出。
・2000年代の急増が顕著。
・2015年，ドイツを抜いてEU一に。
・飼料は輸入でも，労賃の安さ。

・立地 … 輸出入拠点バルセロナ港のある
カタルーニャと，隣りのアラゴン州に集中

https://www.alic.go.jp/content/000125476.pdf
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移牧－アルプス

二宮『現代地図帳』2014

・家畜＝乳牛
・出荷＝生乳，チーズ
・6〜9月，麓の自宅
から山腹の放牧地へ
・盛夏，森林限界を超
えた草地「アルプ」へ
・妻子は自宅に。

ハイジの挿絵（1922）

◇生産性の地域差

農家1戸あたり耕地面積（2012）

フランス … 36.9
デンマーク … 34.6
ドイツ … 19.7
スペイン … 18.2
ベルギー … 14.5

欧州平均 … 14.2
イギリス … 13.5
イタリア … 12.4
ギリシャ … 6.4
オランダ … 5.2

※日本（2015）…
北海道：23.8， 道外：1.57

◇経営規模の地域差

農家1戸あたり生産額（2007）→

『新詳資料 地理の研究』，帝国書院，2016

◇EU共通農業政策

… 大規模経営に厚い補助
⇒不平等感


